








size:

(cm)

size:

(cm)

M

13SSN0802

Banana素材とろり
２wayカーデ

¥10,500 （税込\11,025)

裄丈 45

指定外繊維（ﾊﾞﾅﾅ）100%

F

BNIN / BNWH / BNYE

胸囲 90

身丈 58

指定外繊維（ﾊﾞﾅﾅ）100%

13SSN0806

Banana素材
とろりアラン模様ベスト

（税込\7,875)

胸囲 85

29

※BNINは幹の糸をアゾフリー染色しています。

※手編みの為多少の個体差は生じます 

※手編みの為多少の個体差は生じます 

BNIN / BNWH / BNYE

身丈 58

肩幅

¥7,500

バナナ素材について 
  

シサム工房、大注目のエコ素材、バナナ繊維。 

ウールに似たふっくらと柔らかな感触なのに、綿や麻のように夏も使えます。 

 

これまでSANAでは、原材料をインドや中国、ニュージーランドから 

輸入した糸を使ってニット製品を作っていましたが、 

バナナ繊維はネパール国産100％！ 

ネパール南部、タライ地方の食用バナナの幹と根っこからできています。 

素材の良さもさることながら、ネパールで自給できる希望の繊維なのです。 

 

また、バナナは成長が早く、実の収穫の為に切り落とされた幹などは大量の廃棄物になります。 

その捨てられる部分を有効活用したバナナ繊維は、究極のエコ素材でもあるのです。 

 

100％自然の材料を使って、ネパールのフェアトレード生産者たちによって手作りされるバナナ繊維アイテム。 

次世代の新シリーズとして大注目です。 

 

.前後どちらでも着る事のできる２WAYカーデ。 

棒針編みとかぎ針編みを組み合わせて 

編んでいます。今年は幹からとった黄色い糸

（BNYE）だけでなく、根からとった糸（BNWH） 

も使用しています。 

どちらも無染色の自然の色です。 

※BNINは幹の糸をアゾフリー染色しています。 

おしりが隠れる絶妙丈のベスト。

前面にアラン模様が編まれて

います。シンプルだけど、独特

の風合いのバナナ糸は、いろい

ろな着こなしを楽しめそうです。 

ボタンにもこだわり、茶色い牛

骨ボタンを手彫りしています。 

BNIN BNWH 

BNIN 

BNIN(後) 

BNWH 

BNYE 

BNYE 
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size:

(cm)

size:

(cm)

F

F

13SSN0801

cotton へちま衿七分袖カーデ
¥12,000 （税込\12,600)

cotton 100%

MIXBE / MIXIN / PLCGY / PLIN  / PLNT

38

※手編みの為多少の個体差は生じます 

身丈 60

袖丈 37

胸囲 88

cotton ドロップショルダープルオーバー

身丈

胸囲

 PLCGY / PLIN  / PLNT

cotton 100%

50

¥12,000 （税込\12,600)

肩幅

13SSN0803

※手編みの為多少の個体差は生じます 

57

96

裄丈

2011SSで大人気だったカーディガンがお客様の声を 

取り入れてカムバックしました。 

春先から着られるように袖が半袖から七分袖になりました。 

上下逆さまにして着て、2種類の丈感と衿元の表情を楽しむ

ことができます。 

 

今年は色の異なる細めのコットンの糸を3本取りにしたメラン

ジのMIXBEとMIXINが登場。すこし重量感のあるとろりとした手

触りと、絶妙な色のニュアンスを楽しんでください。 

 

PLCGY、PLIN、PLNTは縒りのしっかりした太めのコットン糸を

1本取りで編んでいます。 

編み模様でボーダーを表現したニットです。 

ドロップショルダーになっていて、 

肩の落ち感が今どきスタイル♪ 
 
 

MIXBE MIXIN 

PLCGY PLIN PLNT 

MIXIN(後) 

PLCGY(ﾌﾟﾚｰﾝﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ） PLIN(ﾌﾟﾚｰﾝｲﾝﾃﾞｨｺﾞ） 

PLNT(ﾌﾟﾚｰﾝﾅﾁｭﾗﾙ） 
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size:

(cm)

size:

(cm)

13SSN0804

メランジ透かし模様ノースリーブチュニック

¥10,500 （税込\11,025)

F

F

cotton 100%

MIXBE　/ MIXIN

¥9,500 （税込\9,975)

68身丈

※手編みの為多少の個体差は生じます 

29

cotton 100%

胸囲 92

肩幅

プレーン透かし模様ノースリーブチュニック

13SSN0805

胸囲 92

肩幅 29

※手編みの為多少の個体差は生じます 

PLIN / PLNT

66身丈

裾の透かし模様を少し多目にいれて軽やかさを表

現しました。おしりが隠れる安心の丈です。 

 

今年は色の異なる細めのコットンの糸を3本取りに

したメランジのMIXBEとMIXINが登場。すこし重量感

のあるとろりとした手触りと、絶妙な色のニュアンス

を楽しんでください。 

 

裾に透かし編みを入れた春らしいニットのチュ
ニックです。1本取りで編まれていますので着心
地も軽やか♪ 

おしりが隠れる安心丈です。 

 

PLCGY、PLIN、PLNTは縒りのしっかりした太めの

コットン糸を1本取りで編んでいます。 
ざっくりしたさわやかな着心地です。 

MIXBE MIXIN 

PLIN PLNT 

MIXBE（後） 

PLNT（後） 
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size:

(cm)

size:

(cm)

約130×４５

¥12,000 （税込\12,600)

cotton 100%

MIXBE / MIXIN　

13SSN2100

cotton 透かし編　４wayショール
¥11,000 （税込\11,550)

cotton アラン模様　４wayショール

※手編みの為多少の個体差は生じます 

※手編みの為多少の個体差は生じます 

cotton 100%

PLCGY / PLIN / PLNT

約130×４５

13SSN2101

春らしい1本取りの透かし編みのショール。両端の模様が左右対称になる

ように編み方を工夫しており、両端から編み進み、目立たない部分ではぎ

あわせている高度なテクニックを隠れたところに施しています。ショール、ボ

レロ、ポンチョ、ベスト風などモモンガポンチョと同じようにたくさんの着方を

ショール、ボレロ、ポンチョ、ベスト風などモモンガポンチョと同じよう

にたくさんの着方えをお楽しみ頂けます。 

PLIN 
PLNT 

PLCGY 

MIXBE MIXIN 

ボタンを留めて 

カーディガン風♪ 

ポンチョ風♪ 

斜めにずらして、 

ワイドショール風♪ 

アームカバー風♪ 

カーディガン風♪ 

4wayショール着こなし例 

10



size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

13SSN2401

cotton 透かし模様
レッグウォーマー

¥3,000 （税込\3,150)

長さ約38×幅約１３

cotton 100%

MIXBE　/ MIXIN

※手編みの為多少の個体差は生じます 

PLBL / PLNT / PLYE

cotton 100%

13SSN2402

cottonソックス シカ柄
¥2,500 （税込\2,625)

13SSN2403

cottonメランジソックス

約２２～２４

※手編みの為多少の個体差は生じます 

※手編みの為多少の個体差は生じます 

cotton 100%

MIXBE　/ MIXIN

約２２～２４

¥2,300 （税込\2,415)

毎年人気のコットンソックス。今年は鹿と草の模様です。サイズはこれまで

のものに比べ少しコンパクトにしています。模様は靴下を編み終わった後に

メリヤス刺繍をしてもらっています。かかとに模様があるので、サボとの相性

が抜群。 

春夏では初登場のレッグウォーマーです。足元を出す機

会が増える春夏のおしゃれに、冷え対策にもどうぞ！ 

はき口にゴムが入っていて、ずり落ち防止になります。 

すこし重量感のあるとろりとした手触りと、 

絶妙な色のニュアンスをお楽しみ下さい。 

今年は色の異なる細めのコットンの糸を3本取りにしたメランジの靴下が登場。すこし重量感

のある 

とろりとした手触りと、絶妙な色のニュアンスを楽しんでください。シンプルかつニュアンスが

あるので、 

MIXBE 

MIXIN 

PLBL PLNT PLYE 

草 

鹿 

MIXIN MIXBE 
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size:

(cm)

size:

(cm)

袖丈 4040

肩幅 3739

身丈 110110

胸囲 9297

MHナイチンゲールワンピース　L/M
¥9,300 （税込\9,765)

cotton 100%

・両脇にﾎﾟｹｯﾄ付き

胸囲

肩幅

BL/ SCNT / SCBL 

13SMH0202

96

ML

袖丈

BE / BL / STNT / STPK

cotton 100%

ML

13SMH0201

センタータック　ワンピース　L/M
¥7,900 （税込\8,295)

104

・両脇にﾎﾟｹｯﾄ付き

9696身丈

3840

2223

.前後にたたんだ、タックがシルエットをきれいに

見せてくれる着易い袖丈のワンピースです。 

両脇に付いているポケットの左ポケット口には

可愛いブラスビーズﾞが付いています。 

嬉しいM,L展開です。 

 

 

 

大人気のナイチンゲールワンピースの再登場です！ 

アームホールにゆとりを持たせるようにパターンを修

正し、より着易くなりました。 

シンプルな形だからこそシルエットにこだわっています。 

カシュクールにﾋﾓを結んでも、前で結んでも。コート

風に前開きにしても着られます。 

前で紐を結んだ時に不要な紐をスマートに隠せる様

に工夫もしています。 

紐の付け根に可愛いいﾌﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ付き♪ 

嬉しいM、L展開。 

 

※手織り生地の特性上、多少の織ムラが生じる場合

がございます。 

後 

BE BL 

STNT STPK 

BL SCBL SCNT 

前身ごろのタック 

ポケットのブラスビーズ 

※BE,BLは、多少の織りムラが生じる場合がございます 

※ストライプは、製品によって、柄の出方が異なりますので御了承下さい。 
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

cotton 100%

ｳｴｽﾄ

80丈

THBE / THBL / THGR

Free（紐）

F 

身丈

胸囲 50

（税込\9,240)¥8,800

70

13SMH1401

バッスルスカート

肩幅 34

（税込\8,190)

cotton 100%

13SMH0701

キーネックチュニック
¥7,800

M

肩幅 34

胸囲 100

EXBL / EXLGR  / EXGY

13SMH0301

キーネックワンピース
¥8,800 （税込\9,240)

cotton 100%

M

95

EXBL / EXLGR  / EXGY

身丈

12AWのキーネックワンピースが、丈を変え人気のｴｸｽﾄﾗｼﾝ生地

でとてもきれいな色で登場しました！衿ぐりのバインダーが配色使

いになっていて、隠れたおしゃれポイントとなっています。 

裏地付きの丁寧な作りです。 

キーネックとは、鍵穴のように、縦長に切り込んだ 

12AWのキーネックワンピースが人気のエクストラシン生地

でとてもきれいな色で登場しました！ 

衿ぐりのバインダーが配色使いになっていて隠れたおしゃれ

ポイントとなっています。裏地付きの丁寧な作りとなっていま

す。 

キーネックとは、鍵穴のように、縦長に切り込んだネックライ

人気の配色生地のバッスルスカートが色を変えて登場。 

大胆なストライプを大きく使っています。ギャザーの寄せ方で色々

な表情を作れます。 ギャザーを前にも後ろにも持ってきて良い、

このたっぷりのボリュームがバッスルの魅力。前後逆に履いて、前

にリボンを持ってくるのが最近のシサム流行スタイル。 

バッスルスカートとは、もともと腰当を入れてスカートの後ろを膨ら

ませた19世紀流行のスタイル。後ろスカートにたっぷりとギャザー

を寄せて腰をほっそりと見せられます。 

THBE 

（THﾍﾞｰｼﾞｭ） 
THBL 

（THﾌﾞﾙｰ） 

THGR 

（THｸﾞﾘｰ

EXGY 

（ｴｷｽﾄﾗｼﾝｸﾞﾚｰ) 

EXBL EXLGR 

（ｴｷｽﾄﾗｼﾝｸﾞﾘｰﾝ） 

※色柄の出方は製品によって多少異なります。 

EXGY 

（ｴｷｽﾄﾗｼﾝｸﾞﾚｰ) 

EXBL EXLGR 

（ｴｷｽﾄﾗｼﾝｸﾞﾘｰﾝ） 

THGR（後） 
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size:

(cm)

〈その1〉 〈その2の前〉 〈その2の後〉

〈その3〉ｷﾞｬｻﾞｰは後

size:

(cm) ｳｴｽﾄ Free（ゴム）

・右脇にポケット付き

F 

60

cotton 100%

丈

BE  / MBL / MGY

ショートピンタックスカート
（税込\7,560)¥7,200

ｳｴｽﾄ Free（ゴム、紐）

13SMH1405

cotton 100%

80丈

BE  / STNT /  STPK 

F 

13SMH1402

３WAYラップスカート
¥10,500 （税込\11,025)

3通りのはき方が出来るスカートが新登場！ 

その１．ギャザーを寄せてﾋﾓを前で結ぶ。 

その２．ギャザーを寄せないで、体に左右から巻きつけて、

リボンを後で結ぶ。（すっきりスタイル） 

その３．１の方法を 前後逆にくるりと回して着る（後ギャ

ザー）       

 

紐を通したオーバースカートを両脇に挟み込んでいます

ので、ギャザーを寄せて紐を結んだり、伸ばして重ねたり

自由にコーディネート出来ます。 

可愛いビーズボタン付き。 

今迄なかった、ショート丈のスカートです。 

レギンスと合わせたり、夏には軽やかに素足にサンダル

履きで。 

一般的にピンタックは機械でたたんで作るのが大多数の

中、丁寧に一本一本手でたたまれています。 

 

BE STNT STPK BE 

BE MBL 

MGY 

広げるとこの様な形です 
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size:

(cm)

※ストライプは、製品によって柄の出方が異なりますので御了承下さい。

size:

(cm)

size:

(cm)

・両脇ポケット付ｳｴｽﾄ Free（ゴム）

M

丈 82

BBK / BE / BRBK / PNV

13SMH1503

ガウチョパンツ
¥7,000 （税込\7,350)

cotton 100%

cotton 100%

cotton 100%

13SMH1502

・両脇ﾎﾟｹｯﾄ付き

¥7,500 （税込\7,875)
ストレートパンツ L/M

ｳｴｽﾄ

13SMH1501

ワイドスルワール
¥8,000 （税込\8,400)

Free（ゴム）

F 

BE / BL / BRBK

・前後にポケット付ｳｴｽﾄ Free（ゴム）

丈 95 94

L

F 

BE / BRBK / MBL / STNT / STPK

丈 88

「コーディネートしやすい」とシサムのお店で人気のストレートパンツ。

定番のストレートパンツですが、後ポケットのデザインを新しくしまし

た。（左後ろポケットにフラップを新たにつけました） 

ネパールの女性のマストアイテムのボトム、「スルワール」です。

履き心地楽々、スタイルユニーク、それでいてどんなトップスでも

合わせやすいアイテムです。伝統文化が色濃く残るネパールの

スタイルを楽しんでください。 

（昨年まではワンポケットだったのを両脇に増やしました） 

 

 

定番のガウチョパンツですが、ﾊﾟﾀｰﾝの改良で、より動きやすく

なりました。 

「ガウチョ」とは南米の草原地帯のカウボーイのパンツ 

に由来した、全体にゆったりした裾広がりの7分丈ﾊﾟﾝﾂの事。 

BE MBL 

STNT STPK 

BE BL BRBK 

BBK 
BE 

PNV 

BRBK 

BRBK 

スルワールとは、もともとインド、

ネパールの民族衣装で、原型は

裾を絞たデザインです。シサム

のワイドスルワールは、日本人

の感性に合わせてアレンジﾞし、

スカートのようなシルエットにして

います。 
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size:

(cm)

丈

・後左右にポケット付

ｳｴｽﾄ Free

100

13SMH1504

クロスパンツ
¥7,700 （税込\8,085)

cotton 100%

BE、BL、BRBK、MBL

シサムのお店で人気の定番のクロスパンツ。 

紐の先に可愛いﾋﾞｰｽﾞﾎﾞﾀﾝが付いています。 

実は前後で履くことが出来ます！ 

きれいなドレープを前に持ってくる着方と 

後ろに持ってくる着方があり、 

コーディネートに合わせて2通りの表情が楽しめます。 

下記の穿き方のしおりを御希望の方に 

お付けしています。 

BE BL MBL 

BRBK 
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（SCﾅﾁｭﾗﾙ）

MAHAGUTHIの生地は、ネパールの伝統技法を用いた手織りで織られています。電力の少ないネパールではエネルギーを消費しない手織りが生産工程の主流となっています。手織りの
生地は、均一に織られる機械織りに比べ、織り傷や織りムラがどうしても生じてしまいますが、手仕事の証としてご理解いただければと思います。
（詳細は、『シサム工房での商品の質について』を是非お読み下さい）
何とも言えない素朴な風合いと着心地のよさが魅力のMAHAGUTHIの手織り生地をお楽しみ下さい。

程よいシャリ感が気持ちいいナチュラル感あるシャンブレー生地で
す。

（ﾌﾞﾗｳﾝﾌﾞﾗｯｸ） (ﾏｰﾒｰﾄﾞﾌﾞﾙｰ） （ｸﾞﾚｰ）

黒と茶色のなんとも言えない色合
いのシャンブレー生地です。

メランジ調のシャンブレー生地が
コーディネートしやすい色合いで
す。

極薄

薄手

MGY

初登場の爽やかな縦縞ストライプです。バランスを考え抜いたランダ
ムなストライプが新鮮。ストライプのコントラストの色を保つ為、生地
洗いの方法も工夫しています。

（THﾍﾞｰｼﾞｭ）

人気のブロックチェックの再登場
です。肌触りが涼しくて、さらっと
軽やかに着て頂けます。

THGR

SCNT SCBL

BRBK

（SCﾌﾞﾙｰ） （ﾌﾞﾗｯｸﾁｪｯｸ）

BL

（THｸﾞﾘｰﾝ）

PNV

BE

（ﾍﾞｰｼﾞｭ）

ビビットなブルーが魅力的な人気
のシャンブレー生地。

MBL

（THﾌﾞﾙｰ）

（ﾈｲﾋﾞｰ）

11SSの人気だった大胆ストライプの復活です。より魅力的に配色を考えてみました。

ボトムにぴったりのしっかりした生
地感のシャンブレー生地です

EXBL EXLGR

THBE THBL

綾織にする事によって、とろりとした落ち感のあるソフトな風合いの生
地に仕上がりました。糸渡りが長いため、生地の中にたっぷり空気を
含み、柔らかなほっとするタッチになっています。

（ﾌﾞﾙｰ）

XXBL

（ｽﾄﾗｲﾌﾟﾋﾟﾝｸ）

（XXｸﾞﾘ-ﾝ）

STNT

（ｽﾄﾗｲﾌﾟﾅﾁｭﾗﾙ）

（EXブルー） （EXグリーン） （ＥＸｸﾞﾚｰ）

MAHAGUTHI fabric chart

BBK

EXLGY

（XXﾍﾞｰｼﾞｭ） （XXﾌﾞﾙｰ）

中薄手

中厚手

XXBE

人気の超薄手生地Extra thinです。つけている事を忘れるくらい軽い風合いです。とても細い糸を手間隙かけて織ってゆく為、気が遠くなるほど時間を経て織られています。横
糸と縦糸の色を変えたシャンブレー生地。　製品染めや生地染めには出せない先染めならではのニュアンスカラーです。〈※大変デリケートな生地の為、お取り扱いには充分
にお気をつけ下さい）

STPK

XXGR

BRBK 

２０１３SSの 

MAHAGUTHIで使用する生地は 

すべて手織りです 

左：SCBLの生地を織っているところ。 

右：BBKの生地を織っているところ。 
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FAIR TRADE Art from INDIA
k i . n a . r i
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

F

F

F

胸囲 99

肩幅 47

（税込\6,615)

身丈 100

13SKLKN0203

ki.na.ri
２レイヤーワンピース

¥6,800 （税込\7,140)

cotton 100%

袖丈 54

胸囲

身丈 93

cotton 100%

112

13SKLKN0304

ki.na.ri
ノースリーブワンピース

¥5,600

肩幅 39

胸囲 108

13SKLKN0303

ki.na.ri
２レイヤーフレンチスリーブワンピース

¥6,300

（税込\5,880)

cotton 100%

身丈

肩幅 32

100 お

まだ肌寒い、春が待ち遠しい頃から着て頂ける二重の 

ワンピースです。 

フレンチスリーブが重ね着のしやすさをUP！ 

切り返しのタックが、きれいなラインを作ってくれます。 

。 

まだ肌寒い、春が待ち遠しい頃から着て頂ける２レイ

ヤーの 

ワンピースです。 

裾にはきれいなフレアーが出るようパターンを工夫しまし

た。 

お気に入りのカットソーやボトムとのコーディネートを 

お楽しみ下さい。 

前 

後 

後 前 

とってもシンプルだけど、きれいなラインがオススメの 

ワンピースです。 

一重なので、涼しく着て頂けます。 

背中のワンポイント刺繍 

後 前 
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

（税込\8,190)

袖丈 40

身丈 8585

ML

cotton 100%

13SKLKN0408

ki.na.ri クルタ L/M
¥7,800

胸囲 96

肩幅 38

ki.na.ri
七分袖Vネックプルオーバー

¥4,200 （税込\4,410)

M

身丈 59

袖丈 38

cotton 100%

13SKLKN0404

41

13SKLKN0409

ki.na.ri
シャツチュニック

¥4,900 （税込\5,145)

cotton 100%

104胸囲

F

・ボタン：シェルボタン

肩幅

身丈 75

・ボタン：シェルボタン

39

胸囲 98103

肩幅 37

袖丈 4850

シンプルでコンパクトなデザインのプルオーバー。  

ゆったりラインのki.na.riの中ではかなり細身です。 

ボリュームのあるスカートと合わせてかわいく♪ 

パンツと組み合わせてボーイッシュなイメージに

♪ 

背中にワンポイントチカン刺繍付き。 

ki.na.riといえばシャツチュニック！と言っても過言

ではないほどロングセラーのアイテムです。 

前開きなので、羽織ものとしても使えます。  

スタイルカバー力抜群で、幅広い年齢層に喜ばれ

ています。 

しわにならないki.na.riは旅のお供にも是非！ 

背中のワンポイント刺繍 

人気のクルタをクリンクル生地で展開しました。 

白糸で施されたたっぷりの刺繍がナチュラル感と

華やかさを醸し出しています。デニムとの相性は抜

群！他にもいろいろなボトムとの組み合わせで、カ

ジュアルなクルタを着こなして下さい。嬉しいM、L
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

M

M

肩幅 32

cotton 100%

胸囲 90

身丈 55

袖丈 5456

13SKLKN0703

26

身丈 58

ki.na.ri
２レイヤー 刺繍ノースリーブトップ

肩幅

¥4,500 （税込\4,725)

ML

42

胸囲 100112

肩幅 40

cotton 100%

身丈 6264

胸囲 88

ki.na.ri
刺繍キャミソール

¥3,900 （税込\4,095)

13SKLKN0406

ki.na.ri
スタンダードシャツ L / M

¥4,900 （税込\5,145)

・ボタン：シェルボタン

13SKLKN0702

cotton 100%

.シンプルなデザインで、どんなアイテムともコーディ

ネートを楽しめます。前を開けて裾をくくってもかわい

いです。嬉しいM、L２ｻｲｽﾞ展開。 

クリンクル素材なので、カーデガン代わりにカバンにく

るくるっと入れておけば、いつでも日除けや冷房対策

にしわを気にせず使えて便利です。 

春先からの重ね着に重宝する２レイヤーのノース

リーブトップです。 

今年は衿ぐりにチカン刺繍をほどこし、かわいいデ

ザインになりました。 

 

インナーとして重宝するキャミソールは、前後身

頃に可愛いチカン刺繍入りです。 

身幅はコンパクトなﾃﾞｻﾞｲﾝですが、後ろ身頃にｺﾞ

ﾑが入っていますので、着脱しやすくなっています。 

ちりばめられた刺繍♪ 
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size:

(cm)

＾

13SKLKN2102

ki.na.ri
マルチwayショール

¥4,500 （税込\4,725)

cotton 100%

約50×145

人気のマルチwayショール。日除けに、おしゃれの仕上げに。 

工夫次第でいろいろな着方が出来る便利なショールです。 

クリンクルなので、かばんにくるくるっと入れておけば、 

いつでもしわを気にせず使えて便利です。 

ショールの両端にたっぷりチカン刺繍が入っています 

←前・後→ ←前・後→ 

ボタンはシェルボタンです。 
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size:

(cm)

size:

(cm)

・両脇にﾎﾟｹｯﾄ付

L M

袖丈 40 40

13SCH0201

CHナイチンゲールワンピース
 L/M

¥9,800 （税込\10,290)

ALS ：cotton 60% / 麻 40%

胸囲 99 94

身丈 110

AGY ：cotton 100%

AV ：cotton 50% / レーヨン 50%

29 37肩幅

110

胸囲

肩幅

袖丈

AGY / DGR / DGY / DNV

40

18

99

108

F

cotton 100%

身丈

13SCH0202

ノーカラーワンピース
¥7,600 （税込\7,980)

大人気のナイチンゲールワンピースの登場です。 

シンプルな形だからこそシルエットにこだわっています。

アームホールに少しゆとりを持たせるようにパターンを 

修正し、より着易くなりました。 

左袖口にカッチ刺繍、背中にミラーワークがあります。 

カシュクールに紐を結んでも、前で結んでも、 

コート風に前で外してOPENでも着られます。 

左の紐をホールに収納出来、センターで紐を結んだ時

に不要な紐をスマートに隠せるように工夫しました。 

紐の付け根に可愛いいブラスビーズが付いています。 

嬉しいM、L展開。 

 

コーディネートが自由自在のシンプルな 

デザインのワンピースです。 

高度なパターン操作で、きれいな 

フレアラインが実現しました。 

右袖口にカッチ刺繍、背中にミラーワークが 

施されています。 

AGY（ｸﾞﾚｰ） ALS(ﾘﾈﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ） AV(ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ) 

AGY(ｸﾞﾚｰ) DGR(ﾄﾞｯﾄｸﾞﾘｰﾝ） 

DGY（ﾄﾞｯﾄｸﾞﾚｰ） DNV（ﾄﾞｯﾄﾈｲﾋﾞｰ) 

ALS(前OPEN) 

ALS(袖のワンポイント) 

ALS(背中のワンポイント) 

ALS(左脇の紐とホール) 

DNV(袖のワンポイント) 

DNV(背中のワンポイント) 
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size:

(cm)

size:

(cm)

・両脇アウトポケット付き

SQDI　/ SQGR / SQGY

13SCH0301

フレンチスリーブワンピース
L / M

¥6,500 （税込\6,825)

cotton 100%

L M

身丈 100 100

身丈 100

13SCH0302

F

AGY / XBL / XGR ：cotton 100%

ALS：cotton 60% / 麻 40%

AV：cotton 50% / rayon 50%

ノースリーブ
アウトポケットワンピース

¥6,700

107

・両脇にﾎﾟｹｯﾄ付き。

肩幅

胸囲 102 97

52 50

定番のヘリンボーン
生地です。

肌さわりの良い涼しげなブロックプリント生地で
す。木版と木版の合わせ目がユニークな模様
となった生地です。

（税込\7,035)

メランジ調の薄手で
やわらかな風合いの
コットン生地です。

シャリ感のある麻混
のナチュラルな生地
です。

肩幅 34

胸囲

ゆったりとしたワンピースですが、ヨーク下のタックが、

体型をカバーしてくれます。背中にワンポイント、カッ

チ刺繍が施されています。M、L展開。 

 

両脇に便利な大きな外ポケット付き。 

ポケットののミラー刺繍がアクセントに♪ 

細身のパンツとのコーディネートがお勧めです。 

SQGR(ｽｸｴｱｸﾞﾘｰﾝ） SQGY(ｽｸｴｱｸﾞﾚｰ) SQDI(ｽｸｴｱﾌﾞﾙｰ) 

AGY（ｸﾞﾚｰ) AV(ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ） XBL（ｽﾄﾗｲﾌﾟﾌﾞﾙｰ） ALS（ﾘﾈﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ） 

AV(背中のワンポイント) 

XGR(ｽﾄﾗｲﾌﾟｸﾞﾘｰﾝ) 

SQDI(背中のワンポイント) 

外ポケット部分 

2012SSのCHブロックプリント生地よりも厚手の20番
手の綿生地を使った個性的な格子柄のブロックプリ
ントです。 

AGY （ｸﾞﾚｰ) ALS （ﾘﾈﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ） AV (ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ） XBL （ｽﾄﾗｲﾌﾟﾌﾞﾙｰ） XGR (ｽﾄﾗｲﾌﾟｸﾞﾘｰ
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38

ノースリーブタックトップ/SQDI（P.39）
バルーンスカート/TNV（P.41）

SNヘンプコットン縁ラインショール/NT（P.57）
ノースリーブギャザーワンピース/DGY（P.39）



size:

(cm)

size:

(cm)

F

M

13SCH0303

ノースリーブギャザーワンピース
¥6,900 （税込\7,245)

cotton 100%

DGR /DGY / DNV / SQDI / SQGR / SQGY 

13SCH0701

ノースリーブタックトップ

肩幅 36

110

胸囲 100

32

¥5,000 （税込\5,250)

AGY / SQDI / SQGR / SQGY：cotton 100%

ALS：cotton 60% / 麻 40%

AV：cotton 50% / レーヨン 50%

身丈

身丈 60

胸囲 92

肩幅

・両脇にﾎﾟｹｯﾄ付き

12SSでも人気のﾃﾞｻﾞｲﾝが再登場ですが、ギャザーの位置

を脇に少し移して、ウエストまわりをすっきり見えるように、デ

ザインを見直しました。 

背中にミラー刺繍があります。 

 

春はジャケットやカーﾃﾞｨｶﾞﾝのインナーとして、 

夏はもちろんこれ１枚で重宝しそうなタンクトップです。 

衿ぐりのタックと左裾の刺繍がポイントです。 

DGR(ﾄﾞｯﾄｸﾞﾘｰﾝ） DGY（ﾄﾞｯﾄｸﾞﾚｰ） DNV（ﾄﾞｯﾄﾈｲﾋﾞｰ） 

SQDI(ｽｸｴｱﾌﾞﾙｰ） SQGY(ｽｸｴｱｸﾞﾚｰ） 

AGY (ｸﾞﾚｰ） ALS(ﾘﾈﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ） AV（ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ） 

SQGR（ｽｸｴｱｸﾞﾘｰﾝ） 

ALS(左裾のミラー刺繍) 

背中のワンポイント 

SQDI(ｽｸｴｱﾌﾞﾙｰ） SQGR（ｽｸｴｱｸﾞﾘｰﾝ） SQGY(ｽｸｴｱｸﾞﾚｰ） 

少し厚手の20番生地の水玉模様
のブロックプリントです。 
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size:

(cm)

size:

(cm) 70丈 71

72

13SCH1402

バルーンスカート
¥8,700 （税込\9,135)

cotton 100%

（税込\7,245)

cotton 100%

TBE / TGY / TNV

TBE / TGY /  TNV

F

M

丈 65

ウエスト Free(ゴム）

ウエスト 77

・両脇にﾎﾟｹｯﾄ付き。

・前と後に2ｹづつﾎﾟｹｯﾄ付き

L

13SCH1504

ジップアップガウチョ
L/M

¥6,900

今迄なかった膝下丈のショート丈スカートです。 

その名の通り、風船みたいに膨らんだユニークな 

デザインで個性的なおしゃれを楽しんでください。 

ポケット口にミラー刺繍付き。 

 

今迄なかったショート丈のガウチョ。 

前ファスナーも付いています。 

ウエストのｺﾞﾑがないのでスッキリと見えます。 

M、L展開。 

TBE（ﾂｲﾙﾍﾞｰｼﾞｭ） 

TNV 

TBE(後) 

TBE (ﾂｲルﾍﾞｰｼﾞｭ） TGY 

TNV 

TNV(ジップとボタン) 

TNV(バックポケット) 

TNV（ﾂｲﾙﾈｲﾋﾞｰ) 

TNV 

TNV(ﾂｲﾙｸﾞﾚｰ） 

TBE  (ﾂｲルﾍﾞｰｼﾞｭ） TGY （ﾂｲﾙｸﾞﾚｰ） TBE ( ﾂｲルﾈｲﾋﾞｰ） 

暑い季節もさらっと着れる、肌触りが 

気持ちよい人気のツイルです。 
BEが2012SSより、少し明るくなりました。 
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size:

(cm)

size:

(cm)

F

F

¥7,000 （税込\7,350)

13SCH1502

CHワイドスルワール
(ブロックプリント)

ウエスト Free(ゴム）

cotton 100%

DNV / XBL / SQGR / SQGY

丈 88

ウエスト Free

・両脇ポケット付

・両脇ポケット付

13SCH1501

CHワイドスルワール
（裏地付）

¥8,800 （税込\9,240)

AGY：cotton 100%

ALS：cotton 60% / 麻 40%

丈 88

定番のスルワール。 

左ポケット口にﾐﾗｰ刺繍付き。 
安心の裏地付き。 

AGY（ｸﾞﾚｰ) ALS（ﾘﾈﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ) 

XBL(ｽﾄﾗｲﾌﾟﾌﾞﾙｰ） 

AGY(ポケット下のミラー) 

DNV (ドットﾈｲﾋﾞｰ） 

SQGY(ｽｸｴｱｸﾞﾚｰ） 

DNV（ﾄﾞｯﾄﾈｲﾋﾞｰ） 

SQGY：ポケット下のミラー 

定番のスルワール。 

左ポケット口にミラー刺繍付き。 
夏に涼しく穿いてもらう為に、 
裏地をつけていません。 

SQGY(ｽｸｴｱｸﾞﾘｰﾝ） 
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size:

(cm)

size:

(cm)

DBL / LBL / NT / PP

13SRH0202

半袖前あき　ギャザーワンピース
¥9,200 （税込\9,660)

cotton 100%

身丈 100

肩幅 41

胸囲 144

袖丈 16

100

cotton 100%

13SRH0204

ショートスリーブワンピース
¥8,900 （税込\9,345)

DBL / LBL / NT / PP

胸囲 100

身丈

F

F

肩幅 38

袖丈 12

薄いコットンボイル生地を使用しています。 

前開きなので、羽織ものとしても着て頂けます。 

ベルトは、取り外しが出来ますので、 

その日のコーディネートによって使えます。 

 

右前裾に幾何学的な刺繍と背中心に 

ワンポイント刺繍が施されています。 

 

袖の形がかわいいとご好評いただいた 

２０１２SSの再登場です！ 

袖にもたっぷりの刺繍を施しました。 

胸元にびっしりと施された刺繍には思わずうっとり。 

後ろ身頃にもワンポイント刺繍がついています。 

腰に少しシェイプを入れた上で、絶妙な量のギャ

ザーを入れる事で、きれいなシルエットを実現しま

した。 

フェミニンなワンピースです♪ 

DBL 

DBL 

NT 

NT(後) 

NT 

LBL 

PP 

DBL LBL PP 

右前裾の刺繍 

後背中心のワンポイント刺繍 

PP 
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size:

(cm)

size:

(cm)

cotton 100%

DBL　/ LBL / NT / PP

13SRH0301

ノースリーブワンピース
¥8,800 （税込\9,240)

cotton 100%

身丈 110

胸囲 105

（税込\9,030)

DBL / LBL / NT / PP

肩幅 34

肩幅 28

胸囲 90

F

M

身丈 100

13SRH0302

キャミソールワンピース
¥8,600

 

襟ぐりがスッキリ見えるVネックのワンピースです。 

前身ごろにゴージャスな刺繍が施されています。 

女性らしいシルエットに拘り、綺麗なフレアラインと 
バストダーツが入っています。 

 

前後の身頃に見事な刺繍が施されています。 

シルエットを女性らしく綺麗に見せるために、 
バストダーツが入っています。 
 

DBL 

DBL 
NT 

NT LBL 

LBL LBL 

PP 

PP DBL 
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

DBL / LBL / NT

DBL / LBL / NT / PP

13SRH0401

クルタ XL / L / M
¥8,700 （税込\9,135)

cotton 100%

MLXL

胸囲 98103108

身丈 858585

373941

袖丈 485050

肩幅

身丈 70

13SRH0403

¥7,900 （税込\8,295)

cotton 100%

ドルマンスリーブプルオーバー

裄丈 60

胸囲 120

肩幅 34

cotton 100%

胸囲

13SRH0701

前ヨークノースリーブトップ
¥6,900 （税込\7,245)

DBL / LBL / NT / PP

身丈 60

F

M

96

着心地が楽なドルマンスリーブのプルオーバーです。 

アームホールを気にせず着る事が出来ますので 

幅広い年齢層の方に着て頂けます。 

深いVネックなので、インに着るキャミソールやTシャツとの 

相性も抜群！ 

胸元のVネック周りと背中心に刺繍が施されています。 

不動の人気の定番のｸﾙﾀ♪ 
襟ぐりを大きくして首周りがスッキリと見える様にパターンを改良
しました。 

今年は、さらに、より多くの方にクルタを楽しんで頂けるように 
新しくXL SIZEを作りました。 

ボトムにデニムを合わせてカジュアルに♪、ワイドパンツと合わせ

て 

暑い季節も一枚で着ていただけるノースリーブTOPです。 

胸元の刺繍とギャザーでよりフェミニンンな着こなしが 

出来ます。 

後ろにボタン開きがありますので、着脱もスムーズです。 

DBL 

DBL LBL 

NT 

NT 

NT NT(後) 

PP 

DBL 

LBL 

LBL 

PP 
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Royal Her itage
　C hikan Embr oidery fr om India
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フェアトレードＮＧＯ
　
　「カラティマク自助財団」
　

　Ｋａｌａｔｍａｋが活動するインド中北部のウッタルプラデシュ州ラクノーは、乾期には日中４５度を超す猛暑の地
方です。多彩な民族と宗教、文化に恵まれている一方で、１億７千万という日本の人口をも超える州の人口の内、貧困
ライン以下の生活者が約３割を占めます。　Ｋａｌａｔｍａｋのカリッドさんは、「田舎にこそフェアトレードは必要
だと信じています。都会へ都会へと人が移住するのではなく、農村に住む生産者たちが、その土地の文化と自然の中で、
家族との生活を営みつつ、生産活動ができるよう、私達のようなＮＧＯが架け橋となっていきたい。」と、大きな目を
輝かせて力強く語ってくれました。刺繍をしているのは、ラクノーの中心からマンゴー並木の田舎道を車で辿って２時
間ぐらいの村の女性達。気温が当たり前の様に40度を超える厳しい自然条件の中、泥をこねてできた風通しのいい家
の中で、家族や時にヤギに見守られながら、一刺し一刺し女性達の手で白い生地に魔法がかけられていきます。







size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

F 

身丈

LNIN / LNNT：麻45%　SILK35%　cotton20%

13SPM0201

リラックスチュニック
¥7,900 （税込\8,295)

HCNT：指定外繊維（ヘンプ）80% / cotton100%

80

ピンタックスカート
¥9,900 （税込\10,395)

13SPM1401

胸囲 144

cotton100%

BE  / GR / NV / PP 

F 

ガウチョパンツ

13SPM1501

BE / GR / NV

丈

¥7,600 （税込\7,980)

F 

ウエスト Free（ゴム）

・両脇ﾎﾟｹｯﾄ付き

83

ウエスト

丈

Free（ゴム）

cotton100%

81

12AWで人気の定番リラックスチュニック 。 

お尻が隠れる安心の長め丈とゆったりシルエットが大人気の秘訣。 

衿ぐりのﾃﾞｻﾞｲﾝを新しくして、首もとがスッキリ見える様に改良しました。 

LN生地は、ﾎﾟｺﾎﾟｺした手紬のシルク糸がライン状に織り込まれています。 

人気の定番ピンタックスカートは、全てハンドメイドの細かなピンタックがと

てもきれいで、お腹周りもすっきりと見える、程よいボリュームのスカート

です。 

13SSの生地は、縦糸にも横糸にも複雑な色糸を組み合わせることでニュ

アンスのある色を表現しました。 

また、縦糸に縒りの強い糸を使用することで、生地表面になんとも言えな

いシボ感を出しています。裏地なし 

御存知Mahaguthiで人気のガウチョパンツを 

PaaTooMuuで作ってみました。一度はいたら何枚

も欲しくなる、らくちんな履き心地です。 

HCNT LIIN LINT 

NV 

GR 

BE 

PP 

BE 

NV 

GR 

PP 

P

PP 

熟練の職人さんは、ス

カート1枚のピンタックぐる

りを、なんと2時間半で正

確に縫い上げています。 
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

指定外繊維（ﾍﾝﾌﾟ）55%/ cotton 45％

13SSN2103

ヘンプコットン縁ラインショール
¥5,300 （税込\5,565)

約７７×２００（フリンジ含む）

IN / NT

IN / NT / PK / YE

約50×186（フリンジ含む）

ヘンプコットンボーダーショール
¥4,700 （税込\4,935)

指定外繊維（ﾍﾝﾌﾟ）55% / cotton45％

13SSN2102

cotton 100%

約60×190（フリンジ含む）

13SMH2101

EXTRA THIN シャーベット ショール
¥4,000 （税込\4,200)

XXBE　/ XXBL / XXGR

ヘンプとコットンをミックスして紡いだ糸で織り

ました。ボーダーの巾が太いところと細いとこ

ろがあり、巻き方によって見え方が異なる表

情豊かなショールです。さらっとした爽やかな

風合いも◎ 

その名の通りシャーベットのような涼しい風合

いの薄手のショールです。全色横糸に生成り

糸を持ってきたことで、一気に涼やかな

ショールに仕上がりました！ 大胆なストライ

プなので、巻き方によって色の出し方を楽し

めます。 

ヘンプとコットンをミックスして紡いだ糸で織り

ました。左右、上下の端にラインが入ってい

て、両端のライン部分のみ織り方が綾織に

なっています。少し厚みのある生地ですので

春先に重宝しそうな1枚です。 

XXBE XXBL XXGR 

IN NT PK YE 

IN NT 
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

チェック透かし織コットンショール
¥2,300 （税込\2,415)

cotton100%

BL / KK / WH

13SID2113111

BLGR  / GR / PK

13SID2113008

¥3,600 （税込\3,780)

cotton70％ / シルク30％

約50×180（フリンジ含まず）

タイダイクリンクルコットンシルクショール

約100×180

約50×180（フリンジ含まず）

BLRD / KKBR / PKBL

13SID2113440

３カラー
コンビネーションチェックコットンショール

¥2,300 （税込\2,415)

cotton 100%

シルク混ならではの滑らかな肌触りと手染めなら

ではの綺麗な色のグラデーションが美しい、ちょっ

と大人なショールです。花咲く春先にはPK,新緑の

頃にはGR,初夏からはBLGRと一度に3枚欲しくなり

そうです♪ 

柔らかな風合いとかわいい色合いのチェックが
目を引きます。Ki.na.riシリーズとのコーディネート
が特にオススメのショールです。 

シンプルで薄手のショールですので、バッ

グの中に携帯しておくと、冷房対策や日除

け時に便利です。 

BLRD KKBR PKBL 

チェックの大きさ 

5.5×5.5㎝ 

BLGR GR PK 

BL KK WH 
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

BCNT：指定外繊維（ﾊﾞﾅﾅ）50% / cotton 50%

MIXBE / MIXGY：cotton100%

13SSN2202

ガーター編みベレー帽
¥2,600 （税込\2,730)

cotton100%

Free

13SSN2203

コットンクロシェットハンチング
¥2,800 （税込\2,940)

MIXBE / MIXGY / MIXIN

Free

Free

¥3,600 （税込\3,780)

指定外繊維（ヘンプ）50% / cotton　50％

NTBL  /  NTGR / NTIN / NTYE

ヘンプコットンワイヤーハット

13SSN2204

 

ニットでハンチングの形を実現！トップ

には、男性も被れるようにシンプルな

編み模様が編まれています。 

色の異なる細番手のコットン糸を3本

取りにした「メランジ」が登場。ニュアン

ふっくらした風合いのバナナ＆コットン素材と 

さらっとした肌触りのメランジコットンの２タイプ

展開です。待ち遠しい春の季節にぴったりで、

適度なボリュームがあってきれいなベレー帽

です。レザーパッチがアクセントに♪ 

 

SANAの夏帽子で毎年人気のワイヤー

ハット。つばにワイヤーが入っており、形

が自由に変えられます。カジュアルな

デザインはメンズにも人気♪ 

BCNT （ﾊﾞﾅﾅｺﾄﾝﾅﾁｭﾗﾙ） MIXBE （ﾐｯｸｽﾍﾞｰｼﾞｭ） MIXGY（ﾐｯｸｽｸﾞﾚｰ） 

MIXIN(ﾐｯｸｽｲﾝﾃﾞｨｺﾞ） 

NTBL 
※形の異なるｻﾝﾌﾟﾙです 

NTGR NTIN NTYE 

MIXBE （ﾐｯｸｽﾍﾞｰｼﾞｭ） MIXGY（ﾐｯｸｽｸﾞﾚｰ） 
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

¥650 （税込\683)

　ロット：とりまぜ６～

FG / LONT / LOBR ：牛骨

SP：牛角

ボタン直径：３㎝　キルトピン(日本製）：６㎝

　ロット：とりまぜ６～

13SSN4002

ボタンキルトピン

ボタン直径：３㎝

ボタンヘアゴム

SP：牛角

FG / LONT / LOBR ：牛骨

¥650 （税込\683)

13SSN2205

アローつば広ワイヤーハット
¥4,000 （税込\4,200)

指定外繊維(アロー)100%

CGY / IN / KK / NT

Free

13SSN4001

人気のボタンシリーズ、今回の柄は仏教文化が生活の中に息づく

ネパールの風景を取り入れています。 

特に彫の細かいFG（フラッグ）はネパール寺院でよく目にする光景

です。この旗には「全ての生きものの幸福と平和の祈りが風に乗っ

て世界中へ広まりますように」との願いが込められています。 

ロータス（蓮）も仏教には欠かせない特別な花です。 

スパイラルはマニ車という仏具をくるくる回すことで、「おかげがあ

る」という意味を込めたぐるぐる柄です。 

2012SS新登場のつば広ワイヤーハットは、 

お蔭様で空前の大ヒット商品となりました！ 

今年はトップとサイドに編みの線が入っています。 

つばのワイヤーは、形が自由に変えられる優れ

もの！旅行にも便利です。つばが大きく日除け

に充分対応でき、シンプルで何にでもあわせや

すい。上品な夏帽子です。 

人気のボタンシリーズ、今回の柄は仏教文化が生活の中に息づくネ

パールの風景を取り入れています。 

特に彫の細かいFG（フラッグ）はネパール寺院でよく目にする光景で

す。この旗には「全ての生きものの幸福と平和の祈りが風に乗って世

界中へ広まりますように」との願いが込められています。 

ロータス（蓮）も仏教には欠かせない特別な花です。 

スパイラルはマニ車という仏具をくるくる回すことで、「おかげがある」と

いう意味を込めたぐるぐる柄です。 

FG（ﾌﾗｯｸﾞ） 
SP 

LOBR 
(ﾛｰﾀｽﾌﾞﾗｳﾝ） 

LONT 
(ﾛｰﾀｽﾅﾁｭﾗﾙ) 

FG(ﾌﾗｯｸﾞ) 

LOBR(ﾛｰﾀｽﾌﾞﾗｳﾝ) 

LONT(ﾛｰﾀｽﾅﾁｭﾗﾙ) 

SP(ｽﾊﾟｲﾗﾙ) 

CGY 

IN 

KK 

NT 
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size:

(cm)

〈草木染の原料〉

濃いｸﾞﾚｰ：ﾐﾛﾊﾞﾗﾝ

ｸﾞﾚｰ：茶葉

薄いｸﾞﾚｰ：ﾗｯｸ

黄色：ﾐﾛﾊﾞﾗﾝ

ﾋﾟﾝｸとﾍﾞｰｼﾞｭ：茶葉

〈草木染の原料〉

濃いｸﾞﾚｰ：ﾐﾛﾊﾞﾗﾝ

薄いｸﾞﾚｰ：ﾗｯｸ

黄色：ﾐﾛﾊﾞﾗﾝ

ﾋﾟﾝｸとﾍﾞｰｼﾞｭ：茶葉

size:

(cm)

GY / BE / YE

1302SN2602

おさんぽBAG
¥3,800 （税込\3,990)

cotton 100%

幅 上底：５５　下底：４０

（税込\8,190)

cotton 100%

28

高さ 20

幅

GY / PK

マチ 13

持ち手の長さ

ワイドハンドルBAG
¥7,800

高さ 32

マチ 15

持ち手の長さ 54

34

1302SN2603

草木染のやさしい色ばかりでいろん

な色をつかってみました。底にはライ

ンとドットの柄を使い、ちらりと見える

感じが素敵です。ちょっとおさんぽに、

またサブバッグとしての日常使いもお

すすめです。 

しっかりした作りのハンギングタイプ

の内ポケットつき。 

草木染のやさしい色の組み合わせを楽し

め、たっぷり入るバッグです。取っ手の付

け根にはポケットを。電車の切符や、小さ

なものを入れるのにちょっと便利です。内

側にもしっかりしたハンギングタイプのポ

ケットがあります。ピクニックなどのおで

かけや、日ごろたくさんの荷物を持つ方

におすすめ。 

GY BE YE 

GY PK 
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

SQGY

PK / DGR / SQGY / XBL：cotton 100%

DGR XBLSQGYPKLBE

¥1,200

AGY

90×90 

XBL

DGR LBE PK SQGY XBL

ALS PK

フェアトレード　手拭い

DGR

13SCH2900

フェアトレード　ミラー刺繍風呂敷
¥2,200 （税込\2,310)

（税込\1,260)

35×95

DGR / LBE / PK  / SQGY / XBL

13SCH2902

４８×４８

cotton 100%

DGR / LBE / PK  / SQGY / XBL

フェアトレード　バンダナ

AGY：cotton 100%

ALS：cotton 60% / 麻 40%

¥1,000 （税込\1,050)

13SCH2903

cotton 100%

薄手の生地を採用しているので、よりコンパクトになり

ました。エコ生活のお供に。 

手拭は、丁寧にたたんで、ネパールの手漉き紙で 帯

をしています。 

薄手の生地を使う事により、結んだ時によりコンパクトになり

ました。ミラーが角にひとつ付いています。包むときにミラー

がチラッと見えるよう工夫するとおしゃれです。 

ラタンのわっか（別売）を取手につけてバッグにしたり、旅行

のお洋服包みにしたり。エコ生活のお供に。  

薄手の生地を採用しているので、よりコンパクトになりま

した。エコ生活のお供に。 
 

布小物の生地は、同じ色柄の生地でも、布帛で使用して

いる生地より薄手の生地を使用しています。 

布小物の生地は、同じ色柄の生地でも、布帛で使

用している生地より薄手の生地を使用しています。 

布小物の生地は、同じ色柄の生地でも、布帛で使

用している生地より薄手の生地を使用しています。 
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size:

(cm)

size:

(cm)

size:

(cm)

13SCH3006

フェアトレード　ミラー刺繍巾着
¥1,500 （税込\1,575)

幅３０×奥行き１３×高さ３０

13SCH2902

ALS ：cotton 60% / 麻 40%

大きなぺたんこバッグ

DGR / SQGY / XBL：cotton 100%

¥2,800 （税込\2,940)

DGR /  XBL：cotton 100%

ALS：cotton 60% / 麻 40%

幅５０×高さ４４×持ち手の長さ７４

フェアトレードメッセージトートバッグ

13SCH2608

幅３８×高さ40×マチ９

持ち手の長さ：約５１㎝

cotton 100%

¥2,800 （税込\2,940)

昨年のものよりも少しハンドルが長くなりました。 

斜めにかけるのはもちろん、取っ手を結んで短めに

使ってもかわいいです。 

2013SS新作のCCAPのかごバッグの内袋として使う

のにちょうど良い大きさの巾着です。 

ミラー刺繍の位置もバッグに入れたときに見えるよう

に上につけています。 

巾着袋は、旅行時の着替えの整理袋としても便利で

す。 

シサムのメッセージ「what you buy is what you 

vote」が入ったトートバッグ。普段使いしやすいサイズ

で、たくさんの人に普段からフェアトレードに関心を

持って欲しいという思いを込めています。 

便利な内ﾎﾟｹｯﾄが付いています。 

ALS DGR SQGY XBL ALS 

ALS DGR XBL 

布小物の生地は、同じ色柄の生地でも、布帛で使用

している生地より薄手の生地を使用しています。 

布小物の生地は、同じ色柄の生地でも、布帛で使用

している生地より薄手の生地を使用しています。 
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size:

(cm)

素材：アゲル（椰子の一種）、牛革

生産者：APIKRI(インドネシア）

size:

(cm)

素材：天然素材bankuang (バンカン）

約25㎝

生産者：フィリピン(CCAP）

13SCP-26-1

フェアトレードまるコロバッグ
¥3,800 （税込\3,990)

高さ ２２㎝

直径

アゲル手編み
レザーハンドルバッグ　大

12SAP-26-1-L

持ち手の長さ ３５㎝

12SAP-26-1-S

大

幅 23

35高さ

32持ち手の長さ

¥7,200

18

（税込\7,560)

32

20

アゲル手編み
レザーハンドルバッグ　小

¥4,600 （税込\4,830)

小

思わず抱きしめたくなるような、かわいいコロンとし

たフェアトレードかごバッグが出来ました。軽くて丈

夫♪お弁当と小さな水筒もきちんと入る容量です。 

バンカンは、フィリピンに自生する別名オニフトイと

呼ばれる水草です。水草なのでささくれも少なく、

ふっくらとした仕上がりになるのが特徴です。 

天然素材を使用しているため、商品によって

サイズ・色・色合い等が多少異なることがあ

ります。また、鋭利な部分やササクレが生じ

る場合がありますのでお取り扱いの際には

充分にご注意ください。 

熟練した職人が時間をかけて編み上げた、柔
らかく丈夫なバッグです。2012SSでデビューし、
お蔭様で多くのお客様に喜んで頂くことが出
来ました！ 
素材のアゲル紐は椰子の繊維を撚ったもの
で、昔は魚を捕る網にも使われていたほど丈
夫です。味のある革の持ち手は、革の職人に
よって環境に優しい天然タンニンでなめされ
ています。この商品はインドネシアのフェアト
レードNGO・アピクリとシサム工房の共同開発
品です。アピクリは地域の手工芸の保存や生
産者支援の活動を行っています。 

p65のミラー刺繍巾着

がぴったり入るように

共同開発しました。 
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レザーサンダルLBR 2013-5 メンズ
¥5,800 （税込\6,090)

13STH-25-4-LL

レザーサンダルLBR 2013-4 メンズ
¥5,800 （税込\6,090)

13STH-25-5-LL

13STH-25-4M／L

レザーサンダルLBR 2013-4 レディース　M／L
¥5,500 （税込\5,775)

13STH-25-3M／L

レザーサンダルLBR 2013-3 レディース　M／L
¥5,500 （税込\5,775)

13STH-25-2M／L

¥5,500 （税込\5,775)
レザーサンダルLBR 2013-2 レディース　M／L

13STH-25-1-M／L

レザーサンダルLBR 2013-1  レディース　M／L
¥5,500 （税込\5,775)
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